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 女性に多い疾患に対する薬物治療の最適化
病気の発症やメカニズムには、男女で大きな差

があるものがあります。私たちは、女性に多い疾
患について、薬物治療の最適化を目指した研究を
行っています。
①更年期障害は、女性のQOLを著しく低下させる

病態です。のぼせ・ほてりをはじめとする血管運
動神経症状に加えて、精神神経症状やその他の不
定愁訴を多く訴える場合があり、東洋医学的治療
として漢方製剤による治療が広く行われています。
女性3大漢方処方といわれる加味逍遥散、桂枝茯苓
丸および当帰芍薬散やその他の漢方製剤を組み合
わせることにより多くの女性の更年期症状が緩和
されていますが、一方で様々な漢方製剤を使用し
ても効果が見られず、治療に難渋する患者も存在
します。そこで、漢方製剤による治療不応例につ
いて、その要因を分析し、更年期障害に対する漢
方製剤を中心とした薬物治療の最適化、個別化に
つなげていきたいと思っています。
②関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど

の膠原病は、グルココルチコイドが使用されてい
ます。長期にかつ高用量で使用される場合も多く、
心血管イベント発症を予防するために高血糖、脂
質異常症、骨粗鬆症などのグルココルチコイド誘
発性副作用の予防や発症予測、早期発見が非常に
重要となります。これまで副作用の発現実態調査
を行い、どのような副作用がいつ発現するのかに
ついて検討してきましたが、現在はグルココルチ
コイド誘発性糖尿病に注目して発症予測因子の検
索や薬物療法の最適化を目指し研究を行っていま
す。

 医薬品の苦味マスキング
有効かつ安全な薬物治療の実現のために患者の

服薬アドヒアランスを向上させることは、薬剤師
の重要な責務の一つです。服薬アドヒアランス不
良の原因として、医薬品の味が良くないことがあ
げられます。特に小児では医薬品の苦味が服薬拒
否や服薬困難の主要因となるため、飲食物に混合
するなど内服方法の工夫が必要となっています。
私たちは、臨床現場で問題となっているクリンダ
マイシンの苦味について、電子味覚システムおよ
びヒト官能試験を用いて苦味マスキング候補飲食
物を見出しました。今後も服薬アドヒアランス向
上を目指し、苦味を有する様々な医薬品に対する
苦味マスキング方法の提案を行っていきます。
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 Optimization of the medical treatment for the disease that 
develop most commonly in women

① Climacteric disorder refers to the various symptoms that 
appear in women during climacterium and impairs their QOL 
significantly. The main symptoms extensively include 
vasomotor symptoms, such as hot flashes, psychoneurotic 
symptoms, such as depression. In Japan, Kampo-medicine, 
especially ‘Women’s three major kampo-medicine’ 
(Kamishouyousan, Keishibukuryogan, Toukishakuyakusan) 
are widely used for treatment of climacteric disorder, but some 
patient was unresponsive to these therapy. We are 
investigating the factor about unresponsiveness to Kampo-
medicine for optimization and individualization of the therapy.
② Glucocorticoids are commonly used for the treatment of 

autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, systemic 
lupus erythematosus. Long-term use or high dose of 
glucocorticoids could be risk factor of cardiovascular disease, 
prevention, prediction and early detection of glucocorticoid-
induced side effect are important for reducing the risk. We 
have investigated glucocorticoid-induced side effects in 
patients treated with glucocorticoids for autoimmune diseases. 
We are also investigating glucocorticoid-induced diabetes for 
optimization of the therapy.

 Masking the bitter taste of medicines
Many active pharmaceutical ingredients taste bitter and thus 

are the most common causes of poor drug adherence especially 
to children. To mask bitterness and to facilitate 
administration, medicines are generally mixed with food. We  
studied candidate foods to conceal the bitterness of
clindamycin using taste sensor and human gustatory sensation 
test, we identified, potential candidates for masking the 
bitterness of clindamycin. We will continue to suggest the 
bitterness masking method for various pharmaceutical 
products having bitterness for improving drug adherence.
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